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社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会

ボランティアセンター武蔵野

〒180-000１ 武蔵野市吉祥寺北町１－９－１（１階）

TEL:0422-23-1170 FAX:0422-23-1180
Ｅメール vcm@shakyou.or.jp
ＵＲＬ http://www.shakyou.or.jp

団

体

募

集

「歳末たすけあい・地域福祉活動募金」の配分金と「横河・１００円募金の会※１」
からの寄付金を財源として、市内を拠点に活動する団体の福祉活動を応援する助成制度です。
※１ 横河電機（株）を母体とする横河グループの社員有志から毎月１００円の募金を集め、ボランティア・市民活動団体や
大規模災害の被災者などの支援に活用しています

対

象

市民社協に会員登録しており
会則・規約などを定めている団体

所定の申請書式を申請団体の方が市民社協

申請方法 窓口まで持参してください。郵送や代理の方
による申請はできません。

申請区分

●ボランティア・市民活動団体助成
●障がい当事者団体助成
●特別助成（身近な地域の居場所づくり事業※２）
※２ 地域住民同士の交流促進を目的とした取組み

◆募集要項・申請書式の入手方法（４月２０日以降）
①市民社協・ＶＣＭ窓口で配布
②市内コミュニティセンター・市政センター・図書館
に配置
③市民社協ホームページからダウンロード

審査方法 申請書類およびプレゼンテーションにより

申請区分 【新規団体助成】

◆活動実績が１年に満たない団体の事業
⇒上限５万円
【事業助成】
◆活動実績が１年以上の団体の事業
⇒上限２０万円

武蔵野地区配分推せん委員会 ※３ にて審査を
行います。
※３ 市民を中心とした１０名の委員により、市内で集められた
共同募金の配分を考えることを目的とした委員会です

説明会を開催します
会場が狭いため、原則出席は各団体１名とします。
日 時：４月１８日（土） １０：００～
会 場：市民社協（吉祥寺北町１－９－１）
申・問：市民社協 ☎０４２２－２３－０７０１
※事前に電話でお申込みください

申請期間 ４月２０日（月）～５月１９日（火）

（受付時間 月～金曜 ９：００～１７：００）

感謝
込め を
て・
・

日頃より、ＶＣＭの事業にご理解・ご協力いただき、ありがとう
ございます。地域のみなさんへの感謝の気持ちを込め、楽しい
イベント「ボラカフェ」を開催します！

日

時

５月３１日（日） １１：００～１５：００

ボラカフェ

会

場

市民社協（吉祥寺北町１-９-1）

やります！！

内

容

・ＶＣＭ登録団体紹介コーナー ・カフェスペース
・販売ブース ・ＶＣＭ活動紹介 など

問合せ
１

ＶＣＭ（右上参照）

ＶＣＭから実施事業のご報告です！！
「手話で伝える広がるコミュニケーション」
耳の聴こえない方のコミュニケーションに重要な役割
を果たしている手話について学びました。
その講座の様子を少しだけ覗いてみましょう！

ボランティア
協働講座
３月 ７日（土）
３月１２日（木）

１日目
講義の様子

２日目
体験の様子

聴こえ方の違いとコミュニケーショ
ン方法の違い、ろう教育の歴史につ
いて手話が言語として認められたこ
となど、最近の動向についても学び
ました。

お題をジェスチャーで表現し、そ
の後にお題となったものの手話を
教わりました。

２月１４日

お
と
ぱ
サ
ロ
ン

参加された方より
・手話の勉強は少し緊張しましたが、伝わる楽しさを感じました
・手話講習会の受講者ですが、初心に戻りふりかえるのによい時間に
なりました
・もっと講座回数を増やしてほしいと思いました

「身近な地域の居場所づくり・つながりづくり」「防災をテーマとした身
近な地域のつながりづくり」の２つのテーマに沿った地域の取組みについ
てのお話を伺いました。会場は満員となり、大盛況となりました。

コの字にズラリと満席の会場！

休憩の体操でリフレッシュ☆

人材を発掘する
ゲストの方からは「地域福祉活動に無関心
な人・若い人をどう取り込んでいくか、大
きな課題である」とのお話がありました。
また、熱心な質疑応答が予定時間を越えて
も行われ、有意義なサロンとなりました。

真剣に聞き入ります

２

４・５月のおとぱサロンのご案内は
５面をご覧ください！

ボランティア募集
No.４８４７

墨絵の指導

No.４８３５

継続

習字活動の補助

[内 容] デイサービスのクラブ活動での
墨絵の指導
[活動日] 毎週火曜または毎月２回火曜
１３：１５～１５：００
[依頼＆場所] サンメール尚和
（西東京市新町１－１１－２５）
[募 集] １名
[備 考] エプロン・上履き持参

No.４８３９

トランポリン活動の補助

継続

[内 容] 習字プログラムの補助
※技術よりも利用者が前向きになれる
ような声かけを希望
[活動日] 毎週金曜 １３：３０～１５：３０
[依頼＆集合] 桜堤ケアハウスデイサービスセンター
（桜堤１－９－９）
[募 集] １名 ※できれば女性を希望
[備 考] ・おやつ提供あり
・習字道具貸出し

継続

No.４８１３

継続

編み物・書道の補助

[内 容] ・準備・片づけ
・活動中の安全確認・見守り・声かけなど
[活動日] 毎週火曜 １７：１５～１８：３０
[場 所] 三鷹市北野ハピネスセンター
（三鷹市北野１－９－２９）
[募 集] ２名
[備 考] ・学生歓迎
・食事代・交通費支給
・知的障がいに理解のある方
・見学可（要連絡）
・動きやすい服装
[依 頼] ジャンピングラビットクラブ

[内 容] 施設プログラムの補助
[活動日] 相談のうえ、決定
[依頼＆場所] おとなりさん。小金井公園
（西東京市新町６－１１－１６）
[募 集] 若干名
[備 考] ・２００円で食事提供
・事前に見学可

No.４８０６

継続

クラブ活動の補助
[内 容] クラブ活動への参加・補助
[活動日] 毎月第２土曜 ９：３０集合
活動・片づけ １０：００～１２：２０
※ただし、８・９・１０月は第１土曜
[場 所] 障害者総合センター内 パールブーケ
（吉祥寺北町４-１１-１６）
[募 集] ３名
[備 考] 音楽が好きな方、大歓迎
[依 頼] つばさ音楽クラブ

特に表記のないものは…
交通費：自己負担 駐車場：なし 食事：なし
募集：男女問わず
となります。
掲載している以外にもたくさんのボランティア活動
があります。関心のある方はお気軽にＶＣＭ(１面右
上参照)までお問合せください。

素敵な技能をお持ちのボランティアさんをご紹介いたします！
「飴細工」を楽しみましょう！
か いほう

かずや す

お名前

海宝 和養さん

活動可能な日時

土・日曜に単発で

内

容

飴細工の披露・体験教室

活動可能な地域

武蔵野市、三鷹市

対

象

子どもから高齢の方まで

必 要 な も の

1,000Ｗの電源

費

用

飴代3,000円前後、交通費実費

対応可能な人数

披露：１５名程度 体験：１時間で５名程度

３

素敵な作品です！

受講生募集！！

平成２７年度地域活動支援事業

手話・点訳講習会
講習会名

対象・定員

日時・会場

初級(昼・夜)
（初めて学ぶ方）

中級(昼・夜)
（初級修了者または同程度の方）

手話講習会

上級(昼・夜)

市内在住・在勤・在
学の高校生以上
各３０名

（中級修了者または同程度の方で
市手話通訳者、通訳ボランティア
を目指す方）

通訳養成クラス（上級修了者で市手話通訳者を目指す方）
受講試験：4月11日(土)13：00～
会場：市民社協(吉祥寺北町1-9-1)

点訳講習会入門
（日本語基礎編）

市内在住・在勤・在学の高校生以上10名

※いずれもテキスト代実費。会場は変更の場合あり

申
込

日時：5月21日～平成28年2月18日
木曜 全28回
昼( 9：45～11：45)
夜(19：00～21：00)
会場：武蔵野公会堂
(吉祥寺南町1-6-22)

日時：5月16日～平成28年2月20日
土曜 10：00～12：00 全20回
会場：市民社協(吉祥寺北町1-9-1)
日時：5月21日～7月23日
木曜 10：00～12：00
会場：障害者福祉センター
（八幡町4-28-13）
締

往復ハガキに①～⑥を明記し、 問合せ まで
①氏名（ふりがな） ②年齢 ③住所 ④電話・ＦＡＸ番号
⑤希望する講習会名(手話講習会は昼夜の別、最終修了クラス名・
年度、手話学習経験、手話サークル所属者はサークル名も記載)
⑥在勤・在学者は勤務先・学校名、所在地、電話番号

全10回

４月２２日(水)必着

切

(通訳養成クラスは４月７日必着)

ＶＣＭ講習会担当
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町1-9-1
TEL 0422-23-1170
FAX 0422-23-1180

問合せ

※定員を超えた場合は抽選。ただし、中・上級は前年度 初・中級修了者を優先

失語症会話パートナー(ボランティア実習)養成講座
失語症とは、意識や判断能力が維持されているにもかかわらず、脳卒中や頭部外傷などの後遺症
で、話す・読む・書く・聞くなどが困難になる言葉の障がいです。
失語症のある方たちが、会話をとおして自分を理解してくれる人、周囲との会話のかけ橋となる人を必要
としています。その基礎的知識と援助技術を学んで、地域で活動するボランティアを養成します。
日

時

５月８日～７月２４日（全１０回）
講習（６回） ⇒ ５月８・１５・２２・２９日、７月１０・２４日 すべて金曜 １０：００～１２：００
実習（４回） ⇒ 水曜または土曜の午後 ※講師と調整

会

場

障害者福祉センター 1階多目的室(八幡町4-28-13)

対

象

市内在住・在勤・在学の方

申

込

往復ハガキに①～⑤を明記し、 問合せ まで
①氏名（ふりがな） ②年齢 ③住所 ④電話・ＦＡＸ番号
⑤在勤・在学者は勤務先・学校名、所在地、電話番号

定

員

８名

講

師

言語聴覚士

参 加 費

無料(テキスト代実費)

締

4月20日(月)必着

切

※講座開始1週間前までに
全員に結果を通知します

※定員を超えた場合は、市内在住者・初参加者を優先し抽選

問 合 せ

市民社協講習会担当 〒180-0011 武蔵野市八幡町 4-28-13 障害者福祉センター内
☎ 0422-55-3544 FAX 0422-51-9951
４

ボランティアグループ紹介
Hand to Hand
代表：加藤

康貴

「Hand to Hand」は2013年に設立された医療系学生の国際支援団体で、小
児施設や介護施設でのボランティア活動、途上国に対してのワクチン寄付を
行っています。
世界では年間150万人の子どもたちが、予防接種で防げる病気で命を落と
していると言われています。私たちは、中古の教科書を回収・販売すること
で得た収益を全て使って、ワクチンを寄付する活動を行っています。
また、国内・国外スタディーツアーを計画し、昨年は東北とラオスへ、今年
の３月にはミャンマーに訪問しました。スタディーツアーで支援が必要な国を
自分たちの目で直接見ることにより、支援国の現状を知ることができました。
Hand to Handのマーク
そこから「学生が支援についてできる行動とはなんだろう？」とメンバーそれ
ぞれが考えを持ち、共有することで知識や考え方が広がりました。「まずは自分たちから、周りの人たちに良い影響
を与えられる団体になりたい」と目標を掲げて活動をしていきたいと思います。
～代表から一言～
Hand to handはまだ発展途上ですが、多くの人たちに認知してもらえるように頑張って行きたいと思います。

お と ぱ サ ロ ン お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！
定年後を地域で暮らす

ぶらり歩こう

～仕事と趣味と○○と～

５月９日（土）

１４：００～１６：００
【会 場】 市民社協(吉祥寺北町１-９-１)
【ゲスト】 シルバー人材センター 理事 大石 彰 氏
高齢者総合センター 課長補佐 小野 宗祐 氏
【対 象】 定年前後の方 【定員】 ２５名(申込順)
【参加費】 無料 【申・問】 ＶＣＭ（右上参照）

４月１１日（土）

１４：００～１６：００
【集 合】 御殿山コミュニティセンター 第一会議室
（御殿山１-５-11）
【コース】 井の頭自然文化園⇒玉川上水・風の散歩道⇒山本
有三記念館⇒禅林寺（太宰治・森鴎外のお墓）⇒三
鷹中央通り（三木露風・武者小路実篤など文学碑）
⇒電車庫跨線橋⇒三鷹駅北口（約５ｋｍ）

「おとぱ」って何？

【ナビゲーター】 佐藤 博信

「お父さんお帰りなさいパーティ（毎年６月開催）」の愛称です。
定年前後の男性の地域デビューを応援するもので、同世代の男
性を中心にした実行委員会により、企画・運営しています。「おと
ぱサロン」は、その活動の一つで、毎月第２土曜に毎回テーマを
変えて開催しています。女性の方も大歓迎！

(吉祥寺村立雑学大学 理事/お父さんお帰
りなさいパーティ実行委員)

【対 象】 定年前後の方 【定 員】 ２５名(申込順)
【参加費】 無料 【申・問】 ＶＣＭ(右上参照)

個人活動会員のみなさんへ
「活動報告書（個人会員用）」の用紙を同封しました
ボランティア活動終了後に記入し、ＦＡＸ・メールまたは直接窓口にお持ちください。
短期間に多く活動されている方は、月末にまとめてご提出いただいても構いません。
ボランティア活動中に気が付いたこと・感想など自由にお聞かせください。お待ちしています！

「会員登録更新確認」ハガキの提出について
ＶＣＭ通信２月号に同封したハガキ（切手不要）にて、会員登録更新の確認をしております。
未提出の方は、ご提出いただきますようお願いいたします。

５

ボランティア
活躍の場から
ＶＯＬ．５５

丁合ボランティア
取材・文: 内藤 久満

市民社協キャラクター あいあい

毎月発行の“市民社協だより ふれ
あい（以下、ふれあい）”と偶数月発
行の“ＶＣＭ通信”が発行されるまで
にも、ボランティアの方々が関わって
い ま す。そ の 名 も「丁 合 ボ ラ ン テ ィ
ア」。今回はその活動を取材させてい
ただきました。
メンバーである３名のボランティア
さんは、いずれの方も経験３～１０年
のベテランの方々で、みなさんにお会 笑顔で記念撮影♪いつもありがとうございます
いした日は、ふれあいの丁合作業の真っ最中でした。ふれあいを二つ折りにし、さら
に三つ折りにして封筒に入れるという作業ですが、体験してみるとなかなか難しい作
業でした。その数は、ふれあいが約３００部、ＶＣＭ通信が２，０００部と大変な数
にのぼります。
「ボランティアを続けるうえで一番大切にしていることは」とお話を伺ってみまし
た。みなさんは「自身の健康維持、何物にも代えがたい人との付き合いの楽しさ、受
けとるだけでなく、提供する心を持つことがボランティア活動の神髄」と、とても活
き活きした表情でお話をしてくださいました。
この活動に関心を持たれた方は、ＶＣＭ（１面右上参照）までご連絡ください。ご
参加お待ちしています！
４コマ☆ボランティア

運営委員の活動日記

VCM運営委員長 栗田 充治

今年度も20名の運営委員でスタッフとともにVCMを運営していきます。
新しい動きとしては、「成蹊大学学生ボランティア本部Uni.」から運営委員を迎え
ます。成蹊大学では昨年４月にボランティア支援センターを開設しました。吉祥寺エ
リアにおけるボランティア拠点として、お互いに協力していきたいと思います。
若い世代のボランティア活動は着実に進んでいます。今年の２月２５日には、代々
木のオリンピックセンターに500名の大学生が全国から集まり「Make A Difference
シェアしてつながろう！ボランティア」をスローガンに３日間交流しました。武蔵野
でも大学間ネットワークがユニークな活動を展開しています。安全・安心の豊かなま
ちづくりを目指して、“老いも若きも、手を携えて”取り組んで行きましょう。
平成２７年度 ＶＣＭ運営委員

※敬称略・順不同

栗田 充治

江越 明美

本木 弘子

和田

寛

後藤 誠一

星野 佳子

酒井 陽子

鯰田 昭子

堀

一美

田中 由佳

北川史歩子

斉藤 秀夫

千種

中澤 英子

中村由紀子

小澤 洋祐

茅原 隆之

原田 隆子

豊

成蹊大学学生ボランティア本部Uni. 社会福祉法人武蔵野職員
開所時間

☆住所・連絡先は１面をご覧ください

月～土曜
９時～１７時

※日・祝日は休み

アクセス
徒歩：ＪＲ中央線・吉祥寺駅より１０分
イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満

バス：
A ）
★吉祥寺駅方面より「武蔵野八幡宮」（地図 ○
下車 徒歩２分
B ）
★桜堤・関前方面より「武蔵野八幡宮」（地図 ○
下車すぐ
★ムーバス：北西循環「八幡前」下車 徒歩２分

編集後記
4月からＶＣＭは新職員体制と
な り ま す。み な さ ん、お 気 軽
にお越しください。一同、お待
ちしております！
６

